
   2020/6 No.24

幼児教育学科 1 年 乳児保育授業風景
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　2020 年 3 月 18 日（水）、新潟市民芸
術文化会館コンサートホールを会場とし
て 2019 年度卒業式・修了式を挙行する
予定でしたが、新型コロナウイルス感染
拡大の影響から中止とさせていただきま
した。
　卒業者・修了者は新潟青陵大学 222 人、
新潟青陵大学大学院 10 人、新潟青陵大

2019 年度卒業式・2020 年度入学式 　オンライン入学式を挙行しました

2019 年度卒業生・修了生数 2020 年度入学生数
学部・学科 卒業生数

  大学院 看護学研究科 3

  大学院 臨床心理学研究科 7

  大学 看護学部 看護学科 89

  大学 福祉心理学部 社会福祉学科 91

  大学 福祉心理学部 臨床心理学科 42

  短期大学部 人間総合学科 218

  短期大学部 幼児教育学科 125

学部・学科 新入生数
  大学院 看護学研究科 3

  大学院 臨床心理学研究科 10

  大学 看護学部 看護学科 92

  大学 福祉心理学部 社会福祉学科 97 (7)

  大学 福祉心理学部 臨床心理学科 55 (5)

  短期大学部 人間総合学科 210

  短期大学部 幼児教育学科 130

学短期大学部 343 人です。このたび卒業・
修了を迎えられた皆様に心よりお祝いを
申し上げるとともに、今後のさらなる活躍
を願っております。
　2020 年 4 月 2 日（木）に予定されて
いた入学式についても校舎での開催を中
止とし、4 月 7 日（火）にオンライン形式
で挙行いたしました。

　新潟青陵大学 256 人、新潟青陵大学
大学院 13 人、新潟青陵大学短期大学部
340 人の新入生を迎え、両学長からのビ
デオメッセージで入学生への激励とお祝
いの言葉が贈られました。
　本学の学生として無限の可能性に挑戦
し、活躍されることを期待しています。

※ ( ) 内は 3 年次編入学者数
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　本学は、建学の精神である「実学教育」
を基調とし、一貫する教育理念は、人々の

「健康と生活の質の向上」を目指し、ヒ
ューマンケアを提供できる福祉・心理・
看護分野の専門職の人材育成により地
域・社会に貢献することです。ヒューマ
ンケアとは、ケアの提供者である専門職
の知識や技術のみでなく、人間とは何か
を理解し、人々の心の痛みを感じとる思
いやりと、温かさを持ち、人々の命に寄
り添うことです。
　本学園は、今年度で 120 周年を迎え、
大学は設立 20 周年を迎えました。猛威
を振るっている新型コロナウイルスは、
やがて終息するでしょう。しかし大学での
時間は、かけがえのない生涯の財産とな
ります。友や仲間を大切にしてください。
そして、本学の神髄である人の命に寄り
添い、保健・医療・福祉・心理の専門職
として世の中で役立てていただきたいと
思います。

2020 年度短期大学部入学式 祝辞　理事長・新潟青陵大学短期大学部学長　関　昭一

2020 年度大学入学式 祝辞　新潟青陵大学学長　リボウィッツ　よし子

  与えられた命を
十分生かし、喜び、
悲しみ、くやしさ
等をたくさん経験
し学習することで、
力強く「生き抜く
力」を養ってくだ
さ い。 そして、4 
つの問いを自問し
てみてください。

1. 私はたっぷり夢をみているだろうか ? ―
― 十分友と夢を語り夢の実現に向かって
歩んでください。
2. 私は十分生きているだろうか ? ―― 何
事にも興味を示し失敗を恐れずチャレン
ジしてみてください。
3. 私は失敗を忘れ去ることを学んでいるだ
ろうか ? ―― 失敗は成功の元です。失敗
から学び前向きに立ち向かうことを学習し
てください。

4. 私は日々感謝することを学んでいるであ
ろうか ? ―― 常に感謝の気持を大切にし、

「ありがとう」の言葉を伝えましょう。
　最後に、コロナウイルスにも負けず元
気に立ち向かうマジックワードをもって
お祝いの言葉といたします。
　I can do it,
　　You can do it,
　　　We all can do it!
　Thank You & Good Luck !

　世界中が新型のウィルスの蔓延で大騒
ぎ、入学式も前代未聞のオンライン方式
ですが、新しい時代の幕開けを象徴する
新方式と受け止めて下さい。ゆくゆくは
延期されたオリンピックも再開され、人
類の生活も経済も此れ迄以上に活気を呈
するでしょう。皆さんはその門口で高等
教育を受けられる。これを幸せと呼ぶべ
きと私は思います。
　皆さんの中には「4 年制大学に入学し

たかった」という
方も居られるでし
ょうが、短期大学
が中途半端ではあ
りません。社会人
として基礎知識を
身に付けて、「IQ」
よりは「EQ」( 努
力指数 ) を発揮し
て地域社会に貢献
し、地域の尊敬を

集めるのも悪い人生ではないはずです。
しかし、家庭の経済状況や教科の何処か
で躓き、4 年制大学への進学を諦めたの
が口惜しいと思う方は、4 年制大学への
3 年次編入をお勧めします。本学はその
為の指導体制を構築し、ブランド大学入
学の実績もあるのです。
　「教育の本義」とは、単に原理、原則、
情報を記憶させるだけでなく、「人生の先
輩」であり一芸に秀でた教師が、その生

き様、志を「人生の後輩」である学生に
伝えることであると私は考えます。そして

「教育」は授業だけではなく、教職員全
員が常住坐臥「教育」を目指すのは同じ
なのです。
　日本の大学は先生の学芸、技術にキャ
ッチアップすることを目的として、100 人、
200 人の大教室の授業でも教育が成立す
ると考える。教師の方では多人数の学生
の中に 1 人でも 2 人でも予習を済ませ、
全身全霊を挙げて聴講して、最後に質問
もある学生が現れることを期待する。そ
うした模範的な学生には縁遠い私でした
が、幸いに恩師と申すべき教授と生涯の
親友の何人かと巡り会って、何がしかの
成長を実感もしました。
　学長としての私は、皆々から賞賛され
る成績を皆さんに期待します。同時に、
グローバル化した乱世でも充分に通用す
る実力を蓄えられるよう祈念し、本日の
入学式の式辞と致します。
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　2020 年 2 月 18 日（火）、大学・短期
大学部合同学生表彰式を行いました。6
回目となる今回は、団体 2 団体、個人 4
名の学生が受賞し、関 昭一学園理事長・
短期大学部学長、リボウィッツ よし子大
学学長からそれぞれ表彰状と記念品が手
渡されました。

＜団体受賞＞
そらいろ子ども食堂
代表：田村 友樹（大学社会福祉学科 4 年）
2016 年 10 月の開設以降、月 1 回開催持
続の功績で新潟ロータリークラブから表
彰、県内外の各分野からの要請に応じ研
修会講師やパネリストを務める、新潟市
第 33 期社会教育委員会議に「活性事例」
として掲載予定
＊学生コメント
今回表彰していただけるのは普段の開催
に参加してくださる皆様、白山市場など
寄付や援助に協力していただいている関
係者の皆様などそらいろ子ども食堂に関
わる全ての方々のおかげです。全ての皆
様に感謝をして活動を続けてまいります。

女子バスケットボール部
副主将：石丸 真子（大学社会福祉学科 4 年）
第 53 回北信越大学バスケットボール春季
リーグ戦 1 部準優勝、第 66 回北陸バスケ
ットボール選手権大会準優勝、第 95 回天
皇杯・第 86 回皇后杯全日本バスケットボ
ール選手権大会新潟県代表決定戦第 3 位

ボランティア活動の成果や功績を表彰   2019 年度学生表彰式を開催しました

＊学生コメント
今回受賞できたことは自分たちだけの力
ではなく、このチームを築き上げてきてく
れた先輩達全員のおかげだと感謝してい
ます。日頃の頑張りを学校が評価してくれ
たことに対してとても嬉しく、更に頑張ろ
うという気持ちが湧き上がりました。

＜個人受賞＞
短大幼児教育学科 1 年 大竹 杏奈
第 74 回国民体育大会にアーチェリー競
技新潟県選手として出場　
＊学生コメント
高校の部活で始めて、高校 3 年生の時に
は北信越国体どまりでしたが、成年にな
り成年の先輩たちと共に頑張り、本国体
に出場できて良かったです。

大学社会福祉学科 4 年 村山 瑛里奈
第 40 回北信越国民体育大会バスケット
ボール競技において新潟県成年女子代表
選手として選出（成績：優勝）、第 74 回
国民体育大会において新潟県成年女子代
表選手として活躍
＊学生コメント
このような賞を頂き、大変驚くとともにこ
れまで応援してくれた家族やチームメイト
のみんなには本当に感謝しかありません。
苦しい時や辛い時でも頑張ってきたこと
が評価されて、「頑張っていると良いこと
がある。」っていうのは本当なんだ、と思
いました。

大学社会福祉学科 4 年 藤田 ひまり
第 40 回北信越国民体育大会バスケット　　
ボール競技において新潟県成年女子代表
選手として選出（成績：優勝）、第 74 回
国民体育大会において新潟県成年女子代
表選手　として活躍
＊学生コメント
今回受賞できたことは自分の力ではなく、
チームメイトや家族、周りで支えてくれた
人達みんなのおかげだと心から感謝して
います。10 年以上続けてきた競技人生の
最後である大学において国体に選ばれた
ことは良い思い出となりました。

大学社会福祉学科 4 年 下室 友香
「国立青少年教育振興機構法人ボランテ　　
ィア理事長表彰」受賞、ボランティア活
動を週１回のペースで４年間継続して行
ってきた功績を称える
＊学生コメント
ボランティア活動は中々目に見える評価が
されにくいものであり、そんな中で表彰
をしていただけたことは皆さまのお力添
えがあったからこそだと思っています。ボ
ランティアセンターの先生方や一緒に活
動を頑張ってきた仲間たちの存在があっ
たからこそ継続して活動することができま
した。



5SEIRYO NEWS  2020.6

　独立行政法人国立青少年教育振興機構より「令和元年度国立青
少年教育振興機構 法人ボランティア表彰」を本学学生 3 名が受賞
しました。本学学生が受賞するのは 4 年連続となります。2020 年
3 月 12 日（木）に表彰式を行う予定でしたが、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を受けて中止となりました。

＜受賞者＞
平田 智依里（大学看護学科 4 年）、下室 友香（大学社会福祉学科
4 年）、富田 麻友（大学社会福祉学科 4 年）
＊学生コメント
　・4 年間のボランティア活動の中で学業の両立で大変な場面

もたくさんありましたが、今回このように表彰していただき、
最後まで諦めずにやり通して本当に良かったと思います。活
動を継続的に続ける事ができたのも様々な場面で支えていた
だいた施設の職員の方やボランティアセンターの先生方、共
に活動した仲間のおかげなので関わってくださった全ての方
へお礼を伝えたいです。（平田さん）

　・最初は分からない事だらけでしたが、継続して活動していく
うちに経験や知識も増え、客観的に物事を捉えられるように
なったり、職員の方々の動きを参考に自分がするべき動きを
意識できるようになりました。活動するたびに新しい発見と
学びがあり、毎回活動が楽しみでした。多くの方々に支えて
いただき感謝してもしきれませんが、今後も何かのかたちで
貢献できたらと思います。（富田さん）

※下室さんのコメントは学生表彰式のページに掲載しております。

　

国立青少年教育振興機構法人ボランティア表彰　本学学生 3 名が受賞しました

新潟明訓高校ダンス部の顧問だった著者が、部員と葛藤しながら成長していく過程を語ります。個々の部員とのダンスノ
ートでのやり取りや対話、また全国大会で第１位を獲得するまでの道のりなど、ダンス部活動を通じた表現・創造性教
育の意義や価値を裏付ける多くの事例とともに、10 年間の指導実践を振り返ります。

※法人ボランティア制度とは
独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施する「ボランティア
養成事業」に参加し、知識や技術を学んで登録し、全国にある国
立青少年施設でボランティア活動をすることができる制度です。表
彰を受けた学生は、新潟県の国立妙高青少年自然の家においてそ
れぞれ継続的にボランティア活動を行っており、その活動が高く評
価され、今回の表彰に至りました。

「相手の立場に立つ力」をもつ子どもほど、「授業に参加すること」「約束事を守ること」「友達に配慮すること」（行
動面での学校適応）が良く、「学校を好きであること」（感情面での学校適応）も明らかにした、学校生活に役立つ知
見を紹介しています。現場での役割取得能力トレーニングの実践例も紹介し、実践での活用のヒントも提供します。

本書は「デザイン」という観点から障害者福祉というものを考えてみる試論書になります。拙著では「デザイン」を創意
工夫や設計、調整や配置などの総称として用いています。創意工夫や調整（デザイン）という観点から、「作業と組織」「協
働作業と道具」「労働時間」「地域との関係」「家族との関係」「障害者本人との関係」について記述しています。

踊ることは生きること

児童期における役割取得能力と学校適応の関係

デザインから考える障害者福祉－ミシンと砂時計－

著者：大学 福祉心理学部 助教　佐藤 菜美 発行：株式会社新潟日報事業社（2020 年 1 月 26 日出版）

著者：大学 福祉心理学部 准教授　本間 優子 発行：株式会社ミネルヴァ書房（2020 年 2 月 29 日出版）

著者：大学 福祉心理学部 准教授　海老田 大五朗 発行：株式会社ラグーナ出版（2020 年 4 月 15 日出版）

書籍紹介　本学教員 3 名が書籍を出版いたしました
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2020 年度就職活動状況　キャリアサポートステーションのサポート体制をご紹介します

　新型コロナウイルス感染の影響を受けて就職活動上でもオンライ
ンを使用する機会が増えており、不慣れな操作や状況に不安を感
じている学生も多いようです。この影響を受けてか、現時点（4 月末）
では求人数が増加傾向にあるにもかかわらず、一人あたりの活動
量や平均エントリー数の減少が報告されています。このような状況
の中で本学ではキャリアサポートステーションを中心とし、下記の
ようなサポート体制を行っております。

＜現在の状況＞
求人数（2020 年 4 月末時点）　
大学　816（603）／短大　595（433）　※（　）は昨年同月数値   　

　 ⇒ 4 月末時点では、求人数は増加しているが今後採用中止等が　
　　  予想されます。
媒体予想（リクナビ・マイナビ・広報しえんなど媒体の見解）

・各社とも、登録数は昨対比 20％減少しているが、ログイン割合　　
　は昨対同水準となっています。

・「気になる数」が一人当たり 26 社→ 18 社と昨対比 30％減少して　
　おり、エントリー先への選択肢が減少されていると予測できます。
　（※首都圏学生データ）

・活動している学生の平均エントリー社数は前年と比べて 11 社→ 9　　
　社と減少しており、一人当たりの活動量はやや減小しています。

・エントリー人数が昨対比 25% 減少しており、未アクション学生が
　増えていると予測されます。（登録数の減少も要因）

＜現在のサポート体制＞　
就職相談

進路相談などの就職・進学活動に関する相談についてメール・
電話・zoom を使用した web 相談で受付。電話・web 相談
を希望の場合は前日 17 時までに予約のメールを送信。相談
時間は 30 分以内。

書類の添削
質問事項や字数制限を明記のうえメールを送信。受信確認と
添削した書類の返信予定日を 17 時までに受信したメールは当
日中に返信、17 時以降に受信したメールについては翌日返信。

面接練習
予約はメールで受付。原則として Zoom を使用したオンライ
ン上で面接練習を実施。

求人票の閲覧
インナー WEB に求人票を掲載するのでパソコンやスマートフ
ォンより確認。現物を見たい場合は担当職員へ連絡。

応募に必要な証明書等の発行
「就職活動に関する証明書等発行・郵送申込書」を入力のう
え、メールにて申請。発行した証明書は郵送、送料は大学負
担。同封の返信用封筒に手数料分の切手を入れてポストへ投
函。手元に届くまで 1 ～ 2 週間かかるので余裕を持って申請を。

公務員・就職関係図書の貸出について
　　予約制で受付。希望の場合は担当職員へ希望する日の前日の
　　17：00 までにメールで申込。来室時間は 11：00 ～ 16：00
　　（13：00 ～ 14：00 は除く）で、利用時間は 15 分以内。
模試・有料講座の申込み

メールにて受付。模試の受験料、有料講座の受講料は登学自
粛が解除されたら証紙を購入し、支払い。

大学書式の履歴書の配布
「就職活動に関する証明書等発行・郵送申込書」を入力のうえ、
メールにて申請。

 
　学生の皆さんの不安を取り除き、就職活動への動きが鈍くなら
ないよう全面的にサポートして参ります。

2019 年度卒業生就職実績

学　　科 卒業生数 就職者数 進学者数 実就職率

看　　護 89 88 1 100%

福祉心理 91 89 0 97.8%

臨床心理 43 33 7 91.7%

学　　科
（ コース ） 卒業生数 就職者数 進学者数 実就職率

人間総合 196 174 11 99.4%

介護福祉 23 21 2 100%

幼児教育 125 120 4 100%

学　　科 正規採用者数 非正規採用者数

看　　護 83 （94.3%） 5 （5.7%）
福祉心理 89 （100%） 0 （0.0%）
臨床心理 32 （96.7%） 1 （0.3%）

学　　科
( コース ) 正規採用者数 非正規採用者数

人間総合 167 （96.0%） 7 （4.0%）

介護福祉 17 （81.0%） 4 （19.0%）

幼児教育 108 （90.0%） 12 （10.0%）

実就職率は「全卒業生から進学者を除外した学生」のなかで就職した学生の割合を示す「本当の就職率」であり、本学が重視している指標です。
正規採用者の割合および県内就職者の割合は、就職者数を分母として算出しています。
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2020 年度新任教員　大学 3 名、短期大学部 5 名の教員が着任しました

人間関係指導法・環境指導法など幼児期
の教育に関する科目を担当いたします。
これまでの保育者養成の経験を活かし、
学生が自らの成長を実感しながら学べる
ように指導・支援をしていきたいと思い
ます。

表現活動、主に図画工作を担当します福
岡です。“ 特に図工が苦手 ” という学生の
方を中心に授業を構成していきます。身
の回りの小さな感動を見逃すことなく、豊
かな学生生活を一緒に創っていきましょ
う。

ファッションデザイン論、アパレル実習等
ファッションに関する授業を担当します。
また日本の伝統衣装である「きもの」の
歴史や美しい造形に興味を持っています。
これまでに習得したことをお伝えして学校
の発展に寄与できればと思っています。

主に社会福祉分野の科目を担当します。
これまで児童養護施設や障がい者支援施
設の職員を経て青森市にある短期大学で
保育士の養成に取り組んできました。実
践経験等を活かした教育を通して学生の
より良い学びに貢献したいと思います。

特任教授として着任しました。食の安全
性や食品商品学などの食品に関する科目
を担当します。これまでの教育研究の経
験を生かして、学生さんに「学ぶ楽しさ」
と「目標を見つける大切さ」を伝えてゆ
きたいと思います。

教師論や教育制度論などを担当します。
これまで、公立小学校、教育委員会、附
属新潟小学校、新潟大学で勤務して参り
ました。日本一海に近い 3320 研究室に
入ることができ、喜んでいます。共に学
んでいきたいと思います。

時本　英知

短期大学部 幼児教育学科 准教授福岡　龍太

短期大学部 幼児教育学科 准教授

伊藤　充 大学 福祉心理学部 特任教授

相澤　里美 短期大学部 幼児教育学科 助教

谷口　正之 短期大学部 人間総合学科 特任教授

小出　真理子 短期大学部 人間総合学科 准教授

2019 年度末の退職教員
渡邉　タミ子
大学院 看護学研究科・大学 看護学部看護学科 教授

斎藤　まさ子
大学院 看護学研究科・大学 看護学部看護学科 教授 
荒木　重嗣
大学 福祉心理学部社会福祉学科 教授

小川　秀子
短期大学部 人間総合学科 教授

木村　一雅
短期大学部 人間総合学科 教授

高橋　淳子
短期大学部 幼児教育学科 教授

小嶋　かおり
短期大学部 幼児教育学科 准教授

櫻井　晋伍
短期大学部 幼児教育学科 助教

私は本学の看護学科第１期生です。卒業
後は新潟市民病院に勤務し、昨年まで３
年間本学の実習指導教員として勤務しま
した。母校のさらなる発展に貢献できる
よう看護の魅力を伝えながら、学生と共
に学びを深めて参ります。

上迫　裕美子

大学 看護学部 助手

私は 2017 年 3 月に本学を卒業し、昨年
度までの 3 年間は看護師として働いてい
ました。私自身も学生とともに学びを深
めながら、“ 看護専門職として地域・国
際社会に貢献することのできる人材 ” の
育成に尽力いたします。

金子　貴夫

大学 看護学部 助手
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1. 基本的方針
「学内から一人の感染者も出さない」との
方針のもと、6 段階からなる行動指針と衛
生管理の指針を策定し、感染防止に取り
組んでいます。学生および教職員の感染
リスクと感染による健康被害を最小限に抑
えるため、かつ重症化リスクのある高齢者
や基礎疾患を持つ方々への配慮として、取
り得る最大限の対策を実施しています。キ
ャンパス構内への学生の入構や施設利用、
各種活動も徐々に緩和される見込みです
が、引き続き感染拡大に注意しながら慎
重に対応してまいります。学生・保護者・
関係各位にはご不便をおかけいたします
が、ご理解をお願いいたします。

2. 入構の制限
感染症が疑われる症状がないこと、マスク
着用の徹底など 9 項目の条件を満たさな
い方は大学構内へ入構を禁止しています。
ご来学される際は、ホームページで入構
基準をご確認ください。
※学生・教職員は体温や体調を毎日 Web
回答により健康状態の確認を行っております。

3. 授業等について
前期は、原則として遠隔授業となります。
６月中旬より、一部の実習・演習等につ
いて、学内での対面型の授業を開始して
おりますが、今回のコロナウイルス禍は、
収束時期が不透明であり、今後第２・３

波の流行も予想されます。本学では以前よ
り入学時にパソコンを全員に無償でお配り
し、授業や各種連絡に活用いただくことで、
就職後に必須のスキルとなるパソコンに慣
れていただくと共に、当面続く遠隔授業に
おいても通常の授業と変わらない質とレベ
ルの教育を提供することを第一に考えてお
りますが、今後、インターネットを利用し
た新しい教育の流れは加速するものと考え
られることから、学生の皆様には、引き続
きご自宅でのインターネット環境の整備を
お願いいたします。環境に不具合が生じ
た場合は、ポータブル WiFi 機器の貸出も
行っておりますので、学務課（電話番号：
025-266-8833）までお問い合わせくださ
い。また、家計急変等、学生生活上のご
相談についても学務課にご相談ください。

4. 講座等の中止について
前期に予定しておりました特別受講生制
度、公開講座、教員免許状更新講習は全
て中止とさせていただきました。また、特
別受講生制度については後期も中止とす
ることが決定いたしました。公開講座、教
員免許状更新講習については現在検討中
となっております。決定次第、ホームペー
ジにてお知らせいたしますので適宜ご確認
ください。

今後の情勢の変化に伴い、上記内容に変
更が生じる場合があります。その際はホー
ムページ等でお知らせしますので、引き続
き情報のご確認をお願い申し上げます。

５月 21 日（木）より、1 号館図書館周辺
を 18 時～ 24 時までブルーライトアップし
ています。これは、新型コロナウイルス感
染症の感染リスクがありながら、最前線で
闘う医療関係者の方々に感謝と敬意を表す
とともに、看護職、介護職に従事する多く
の本学卒業生に応援エールを送るもので
す。大学の前を通ったときに感謝の思いを
感じていただけたら幸いです。感染された
方々のご快復と早期終息を教職員一同心よ
りお祈り申し上げます。

　人生の門出を祝う卒業式、入学式、戴帽式の中止や遠隔実
施、入構制限など、新型コロナウイルス感染症により、今年
の春は、いつもの華やかであわただしい年度末・年度初とは
全く違う様相となりました。就職を控えた卒業生の将来と、在
学生・教職員の安全確保、実習先への影響等を鑑み「学内か
ら一人の感染者も出さない」との強い決意のもとでの対応と

はいえ、学生・ご家族のお気持ちを考えると残念でなりません。
現在も登学できずにいる新入生、在学生、卒業年度の学生の
皆様にはご苦労をおかけしておりますが、段階的な規制緩和
に向け、安心かつ充実した大学生活を送ることができるよう学
内の教育環境・衛生環境を整えておりますので、引き続きご
理解とご協力をお願い申し上げます。一日も早く、皆様とお会
いできることを楽しみにしております。（事務局長　栗林 克礼）

本学ホームページ

新型コロナウイルスに対する
本学の対応について

1 号館図書館付近をブルーライ
トアップしています


